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2011 年３月 11 日、19 時３分政府が出した第一原発の“原子力緊急事態宣言”は今も解除されていな

い。東電は１～３号機から、今も核分裂した希ガス（注１）が毎時 12 万ﾍﾞｸﾚﾙ放出され敷地境界を超えて

いる。 ところが今度は水素爆発を防止する窒素注入が止まるという事態が起こっていたのだ。

東電によると８月６日、10 時 50 分から約 30

分間、２号機の窒素を入れる施設の増設作業中に

窒素を送る配管の弁を全て閉じた状態にしてしま

ったと言うのだ。

本来、開けておくべき弁を閉じてしまった。

3.11 津波の直撃を受け、原子炉の冷却系統が破

壊され、燃料棒は発熱し続けた。高温となった燃

料棒はジルコニウムという金属合金で覆わている

のだが、その合金が周囲の水蒸気と激しく反応し、

水素を発生させ建屋上部に充満したのだ。

本来であれば窒素を注入し、水素を建屋外に押

し出されなればならなかった。

ところが、その水素爆発の危険性を東電のスタ

ッフは理解していなかったことが後日明らかにさ

れている。

それが下の写真（資料１～２）である。

同じ水素爆発というが（資料２）の噴煙は余り

に違い過ぎないか？３号機のそれは排気筒 120 ㍍

の６倍以上にもなり爆発的噴煙が上がっている。

同機はプルサーマル計画のＭＯＸ燃料（ブルトニウ

ムとウランの混合酸化物）であった。

多くの報道はこの違いを解明したものはない。

３号機の建屋は見るも無惨に破壊されているこ

とから核爆発ではないかと疑いを持っている。

巷間「原発事故は終わった！」と思っている。

この無関心と思い込みほど怖いものはない。

過酷事故は終わっていない…

水素爆発を防止する窒素注入３０分間止まる！

（資料１） ３月 12 日 15 時 36 分１号機の水素爆発 （資料２）３月14日11時01分３号機の水素爆発
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８日、東電は「汚染水をためるタンクが３年後には満杯になる」の見通しを明らかにした。翌日、各

紙は一斉に報道した。（資料３）この問題の背景にあるものを探った。

第一原発で汚染水浄化後に残る放射性物質トリ

チウムを含む水の処理方法を議論する政府小委員

会の山本一良委員長（名古屋学

芸大副学長）は３日、同原発を

視察し、長期保管を前提とし

た議論を９日から始める考え

を明らかにした。

東電はそれにあわせる形で

様々な発言をしている。

それは次のようになる。

①トリチウム保管タンクは現

在、約 115 万㌧である。（資

料４）

②１日当たりの発生量約 170

㌧（2018 年並み）とした場合、

2022 年夏頃まで 137 万㌧に

なり満杯になる。

③ 2016 年政府の作業部会がま

とめた報告書「海洋放出、地層処分、水蒸気放出、

地下埋設」の５つの選択肢の他に「長期保管」は

廃炉作業が困難になる可能性があり難しい。

④昨年、公聴会で出された案「10 万㌧大型タン

クなどに置き換

える方法も、破

損した場合、漏

洩量が莫大にな

る可能性があり

困難である。保

管場所もない。

⑤中期保管を続

けた場合、許認

可手続き、工事

など年単位の準備期間が必要であり難しい。

従って「海洋投棄以外に選択肢はない」が結論

だと主張したかったのだろう。

ところが、原子力規制委員会が第一原発の廃炉

作業を監視するための会議、第 72 回・特定原子

力施設監視・評価検討会（資料５）の場で次のよ

うなやり取りがあった。

・規制庁～多核種除去設備

等処理水の説明をして欲し

い。

・東電～ 2018 年度に行った

62 核種の詳細分析の結果、

不明核種である「Ｃー 14」（カ

ーボン 14）「Tc ー 99」（テクニ

チウム 99）が有意に検出され

た。原因は吸着剤の性能低

下にあると判断している。

アルプス処理水処分に当た

り、環境放出する場合は二

次処理（再処理）を実施する

こととしている。

以上のように、新たに不明核種、カーボン 14

とテクネチウム 99 が見つかった。更に…。

・東電～今後、タンク群を分析する場合はカーボ

ン及びテクネチ

ウムを含めて９

核種について全

てタンクごとに

分析し確認して

まいりたい。

・規制庁～放射

線について我々

が専属チームを

結成し本件調査

が始まった。東電の測定は十分でなかった！今後、

何か対応策を考えているのか？

・東電～現在、JAEA（注２）の協力を得て人材育成

計画、人材確保を行っていきたい。

破綻しつつある！
アルプス処理水（多核種除去設備）問題

（資料３） 汚染水問題の報道

（資料４） 汚染水貯蔵タンク群
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・規制庁～今年１月にタンクの調査を行うように

言ってから５ヶ月もかかっている。凄く測ること

に時間がかかるということなのか？

・東電～専門的知識が必要になる。それが出来る

人間は非常に限られた人

物になる。一つのタンク

を分析するのに２～３週

間を要しているのが現状

である。

・規制庁～すぐに出来る

人物を呼んできてもらう

ということをやって欲し

い。

・東電～カーボン、テク

ネチウムの測定について

は即・出来る人間を教育

して増やすようにして行

きたい。

・規制庁～カーボン、テ

クネチウムの他いろいろ

混ざっている可能性があ

るのでは…東電の測定が

正しいんだろうか？そう

いう疑念が沸いてくる。

・東電～出来ることと出

来ないことをきっちり整

理して、出来ることから

やっていきたいと思って

いる。

・資源エネ庁～地元の皆

さんが（県民が？）非常に

高い関心を持っているこ

とを考え、人員が不足し

たらそれを理由にせず、

しっかりと対応してもら

いたい。

少し長くなったが、多核種除去設備等処理水の

東電と規制庁のやり取りを掲載した。

ここで出された問題点を整理するとこうなる。

①原発敷地内にあるタンク群 960 基の「トリチウ

ムしか残っていない」と言われた代物が様々な核

種が混在していることが判明した。更に、毎日発

生する 170 ㌧も同様である。

②東電のこの問題にたいする対応が、測定人物、

人材が枯渇し、JAEA に応援を頼んでも有効な対

策が出来なくなってい

るとみられる。

③東電はトリチウム以

外の核種についてデー

タを公表していないが

アルプス処理水（核種

除去設備等処理水）処分

それ自体が破綻してい

ると見なければならな

いのではないか？

山本委員長が「長期

保管を求める県民の声

に沿う姿勢を示した」

という報道もここから

出ているのではないか

と判断する。

私たちは既報 No198

（ 2018.6.20）で原子力

市民委員会（脱原発社

会へ向けた政策を提案す

るシンクタンク）が福

島県に提案した汚染水

を入れる大型タンク

（10 万㌧）の導入を支

持している。

（資料６）のように

場所も十分ある。

このたび「東電福島

第二原発廃炉！」が実

現した。

これは「原発はもう

たくさんだ！」の県民の圧倒的な声に耐えられな

かったからであろう。

「放射能汚染水を海に捨てるな！」の声も同様

である。今年４月、世界貿易機構（WHO）が福島

県等の水産物を輸入を禁止する韓国の措置を容認

したことも追い打ちをかけたとみる。

以上のように民意の圧倒的な声こそ力である。

（資料６）第一原発と南が中間処理施設、その北側にも…

（資料５）第 72 回 特定原子力施設監視・評価検討会
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原発は正常運転時も大量のトリチウムを放出している。事故前の 2007 年度日本の全放出量はなんと

４００兆ベクレルにもなる。放出されるベータ線はエネルギーが弱く外部被曝の危険性は低いと言われ

ているが、水として体内に取り込まれると内部被曝によって遺伝子を壊す。放医研は 1976 年に基準値

に薄めても染色体異常が 2 倍になる可能性を発表していた。

前ページではトリチ

ウム汚染水の様々な問

題点が指摘されている

が、ここではトリチウ

ムそのものが大変危険

な放射能であることに

注意を喚起したい。国

や規制庁は「トリチウ

ムは放射線は弱く海洋

放出しても健康に影響

はない」とし大量放出

を正当化している。

（資料７）は国ごとの

飲料水の規制基準であ

る。なぜか日本は WHO

はもとよりアメリカの

８１倍という高さだ。

（資料８）はアメリカイ

リノイ州シカゴ郊外に

集中する３つの原発周

辺で、子どもの脳腫瘍

・白血病が３０％以上

の増加、小児がんが約

２倍に増加したことな

どを報道した NHK の

「追跡！真相ファイル

Filr.７６低線量被曝ば

く 揺らぐ国際基準」

からの引用である。

このような子どもの犠

牲は、カナダで原発が

集中する５大湖ピカリ

ング原発周辺でも発生している。白血病が１．８

倍、ダウン症の発生率が１．８５倍というのだ。

原発運営会社や両国政府は「トリチウムの濃度は

基準内であり疾病との関連性は考えられない。」

と主張している。

（資料９）1976 年に放射

線医学総合研究所が人の

リンパ球を使ってトリチ

ウムによる染色体異常の

発生が最大２倍発生する

可能性を発表していたの

である。（資料の表題などでネ

ット検索していただくと詳しい

データも見られます）トリチ

ウムを基準内の濃度で放

出しても従来の２倍に達

する異常を発生させてし

まう可能性があるという

もの。とても”心配ない

”などと言ってはいられ

ない。トリチウムと水を

分離するのは科学的にも

困難であることを理由に、

その危険性を低く見せ、

大量の放射性トリチウム

を原発や使用済み核燃再

処理工場（六ヶ所村再処理工

場計画値 液体トリチウム：１

京８千兆ベクレル、気体トリチ

ウム：１９００兆ベクレル）で

垂れ流しているのである。

その結果がアメリカやカ

ナダで子供たちの体を、

健康を蝕んでいる。

長年にわたり原爆の内

部被ばくを調査研究され

てきた矢ヶ崎克馬琉球大学名誉教授は「水の惑星

地球を壊す死せる水トリチウム」について警鐘を

鳴らしている。ネット環境のある人は是非一読願

いたい。

トリチウムは遺伝子を壊す危険な物質！
日本の飲料水基準はWHOの６倍、ロシアの７.８倍、アメリカの８１倍

斉藤章一

（資料３） 汚染水問題の報道

（資料７） 日本の規制基準はアメリカの８１倍

（資料８）小児がんが約2倍に増えたイリノイ州シカゴ

（資料９）1976年に放医研はトリチウムが染色体異

常を引き起こすことを研究・発表していた。
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今回の改定方針は、緊急時状況と、回復期（現存被ばく状況）の２つの基準を見直す方針である。現

在、緊急時は２０~１００ミリシーベルト、回復期は年２０~１ミリシーベルトと定め、この間に限り

なく被ばくの低減を求めてきた。下限値の撤廃により厳しい設定となる。

（資料 10）報告書によ

るとチェルノブイリと

福島の原発事故では、

緊急時及び回復期の防

護基準が厳しかったこ

とで、事故後の避難の

解除や高線量地域での

居住継続を位置づける

事など、放射線防御だ

けでなく社会的な要因

も考慮されるべきだと

している。

報告書では県民健康調査にも触れている。福島

県で発見されている小児甲状腺がんは、被ばくの

影響は考えにくいとして、甲状腺の超音波検査は、

甲状腺に 100~500 ｍ GY を被ばくした胎児、小児、

青年期のみ限定して実施すべきと勧告した。ICRP

は福島原発事故の経験をもとに世界的に新たな防

護体系を構築する事を視野に入れている。原発事

故後、公衆被ばく線量 1 ミリシーベルトを求める

住民は 20 ミリシーベルトの撤回を求め政府と対

立してきた。

原発事故後緊急事態宣言が発せられて、いまだ

解除されていない。帰還問題も、除染問題も甲状

腺問題も 2020 年オリンピック開催に向け福島の

復興アピールに使われ、内掘県知事は復興、復旧

には「20 ミリシーベルトも苦渋の選択として受

け入れた」住民にとってはより厳しい被ばく環境

となる。

放置されている子ども達への被ばくと

健康被害、隠されている実態

前号で、第 35 回県民健康調査検討委員会（７

月８日）で公表された、小児甲状腺がんの人数を

悪性・悪性疑いが 218 人、がんと確定した人が

173 人と報告をした。それから 16 日後の 24 日、

民間団体の「3・11 甲状腺がん子ども基金」は検

討委員会の報告の集計から、少なくとも事故当時

4 ～ 17 歳までの男女 18

人が漏れていると発表し

た。基金によると、集計

から漏れているのは、県

外の医療機関で見つかっ

た人、県民健康調査以外

で甲状腺がんと診断され

た人などで、事故当時 4

歳の男児 2 人もいた。自

覚症状があり医療機関を

受診してがんと分かった

例や、就職先の健康診断

で見つかった例があるという。県民健康調査で経

過観察となった患者が保険診療になる事で検討委

員会のカウントから外されているという事は、当

情報でも何度も取り上げてきた。相当数の公表さ

れていない患者が出ている仕組みが、県議会でも

取り上げられてきた。さらに、仕組みの改善と小

児甲状腺がんの実態を明らかにするよう患者と家

族は県当局と意見交換を重ね求めてきた。

福島の子ども達は何らかの被曝をしている事を

踏まえれば、専門家が因果関係の有る無しを何年

も論じているよりも、心と身体に癒しがたい傷を

負った子どもの支援・救済と、チェルノブイリ法

に準ずる法整備が最も重要である。

原発事故後の公衆の防護基準を10ミリシーベルトに緩和へ！！
ICRP（国際放射線防護委員会）勧告 千葉親子

（資料10）来春にも年間 1 ミリシーベルトから

10 ミリシーベルトに見直す方針か

（資料11）驚かされる見出しだが経過観察中の

現状はここだ
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７月 31 日、第二原発の廃炉がようやく決まっ

た。（資料12）東電社長は１週間前の 24 日、内堀

知事、富岡・楢葉両町長に方針説明の後で、使用

済み核燃料乾式貯蔵施設の設置を申し入れた。

30 日、知事が了解したことから翌日、廃炉決

定の運びとなった。

第一原発は 1971 年３月に営業運転を開始し第

２原発は 1982 年４月であった。

思えば、東電という会社は「原発によってダメ

になった会社」そのものである。福島 10 基、柏

崎刈羽７基、計 17 基だった。これほど手間暇が

かかる原発を一電力会社で維持することなど到底

不可能で無理に無理を重ねた結果であった。

柏崎刈羽７基完成した 1997 年、有利子負債は

10 兆５千億円、電気料収入５兆円。当時「売上

高の２倍を超える有利子負債を抱えた会社は倒産

企業に等しい」と言われていた。

そんな中 2007 年中越沖地震が柏崎刈羽原発を

襲った。2008 年６月には、勝又恒久氏は娘婿の

清水正孝氏を社長に就任させ、あだ名は「ミスタ

ー・コストカッター」言われるほど、徹底的な人

減らし合理化を実施し、有利子負債を８兆円まで

にした。更に、第一原発の津波対策を棚上げにし

て津波の直撃を受け今に至っている。

原発過酷事故の災禍は余りに大きい！

第一原発の建設から始まった“双葉郡は原発で

繁栄”の夢物語を追い続け、約半世紀後“ふるさ

と喪失”という結果になった。

福島県当局は８日付

けで国家公務員宿舎を

撤去できない福島原発

事故避難者計 63 世帯

に、４月以降、退去ま

での家賃２倍に相当す

る損害金を納付せよ」

という請求通知書を送

付した。

この仕打ちに対し「福

島原発事故被害者団体連絡会」は福島県の内堀知

事（資料13）宛に抗議声明「“２倍家賃”請求通

知を直ちに撤回せよ」を提出した。

東京都東雲の国家公務員宿舎に入居し、今回２

倍の損害金を請求された避難者には非正規雇用で

働き月収 15 万円でしかない中で、今回９万円の

家賃を請求され「私たちは国や県に見捨てられた

と思うしかない」と言う嘆き「避難して不安、孤

独、絶望の中でやっと一年前から働けれようにな

ったが到底家賃など払えるようにない」という悲

痛な訴えが続いている。

このような避難者への問題解決もできないまま

２倍家賃請求問題は現場県担当者も大いに苦悩さ

せている。

これ以上、国と一緒なって問題を長引かせるこ

とはやめてほしいと県に申し入れを行った。

第一原発は「原子力緊急事態宣言」が、今も解

除されていないせいなのか、次々と問題が起きて

います。

ようやく決まった

東電福島第二原発廃炉

（資料13） 内堀知事

原発事故避難者への

「２倍家賃請求通知」を直ちに撤回申し入れ

福島原発事故被害者団体連絡会

出典 文献
（注１）ウランが核分裂しているときにはクリプトン・キセ
ノン等が発生する。
（注２）原子力 に関する研究と技術開発を行う国立研究開発
法人、 人材育成計画、人材確保など行っている。
・（資料１）～（資料２）福島テレビ・（資料３）編集部・（資
料４）DAYS JAPAN 2018.11・（資料５）原子力規制庁ＨＰ・
（資料６）福島民報 2018.7.6 ・（資料７）原子力資料室 ・（資
料８）ＮＨＫ「追跡！真相ファイル」・（資料９）放射線医学
総合研究所・（資料 10）アワプラネット TV・（資料 11）日刊
ゲンダイ 2019.8.17・（資料 12）編集部・（資料 13）福島県 HP

（資料12） 廃炉となった東電福島第二原発

編集 後記


